
◎機器 （株）コンフォーカルサイエンス／（株）丸和栄養食品

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-12-2　第2早川ビル7階

アジレント・テクノロジー（株）
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

コンフレックス（株）
〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17

（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA） 品川センタービルディング6F

〒305-8505 茨城県つくば市千現2-1-1

筑波宇宙センター

GVSジャパン（株）
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-10-12

（株）エスエヌジー
〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-39

京大桂ベンチャープラザ 2215号室

ジーエルサイエンス（株）
〒163-1130 東京都新宿西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー30階

エムアイケミカル（株）
〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧6丁目7-24

SpiroChem AG／重松貿易（株）
〒541-0047 大阪市中央区淡路町２丁目２番５号

（株）エリカ オプチカル
〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1

柴田科学（株）
〒340-0005 埼玉県草加市中根1-1-62

（一財）化学物質評価研究機構
〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地

（株）島津製作所
〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町１

（株）クロマニックテクノロジーズ
〒552-0001 大阪市港区波除6-3-1

ジャパンハイテック（株）
〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-2

（株）高研
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14

昭和電工（株）／Shodex
〒105-8432 東京都港区芝公園2-4-1

神戸市／先端医療振興財団
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6-3-5

神戸医療イノベーションセンター213

（株）セルシード
〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10

テレコムセンタービル東棟15階

コーンズテクノロジー（株）
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-13-40

アイデム西本町第2ビル

大学連携研究設備ネットワーク
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38
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（株）ダイセル 日本ピラー工業（株）
〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目7番1号

JR品川ｲｰｽﾄビル

日本分光（株）
（株）大日本精機 〒192-8537 東京都八王子市石川町2967-5

〒617-0833 京都府長岡京市神足棚次8番地　　　　　

（株）パーキンエルマージャパン
（株）タカゾノ 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 YBPテクニカルセンター4階

芝パークビルB館14階

バイオタージ・ジャパン（株）
東京化成工業（株） 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-2 第二萬富ビル6F

東京理化器械（株） （株）バイオメディカルサイエンス
〒112-0002 東京都文京区小石川1-15-17 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39

TN小石川ビル6F

浜松ホトニクス（株）
東ソー（株） 〒430-8587 浜松市中区砂山町325-6

〒105-8623  東京都港区芝3-8-2

ハリオサイエンス（株）
（株）東レリサーチセンター 〒110-0008 東京都台東区池之端3-1-25

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-1-1

METLIFE日本橋本町ビル8階

（株）日立ハイテクサイエンス／（株）日立ハイテクノロジーズ
〒105-8717 東京都港区西新橋1-24-14

（株）トーショー
〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8

（株）VIPグローバル
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5丁目7-17　　　　

富山産業（株）
〒531-0072 大阪市北区豊崎4丁目3番6号

富士シリシア化学（株）
〒487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町2-1846

中山商事（株）
〒300-2651 茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1

富士通（株）
〒261-8588 千葉市美浜区中瀬1-9-3

（株）日本医化器械製作所 富士通幕張システムラボラトリ

〒543-0014 大阪市天王寺区玉造元町3番9号　　

藤森工業（株）
日本コントロールシステム（株） 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿1-23-7

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-7-9



分子・物質合成プラットフォーム 生化学工業（株）
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1

丸の内センタービルディング

三田理化工業（株）
〒531-0076 大阪市北区大淀中2-8-2 日本ジェネリック製薬協会

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4

日本橋本町ビル7F

メルク（株）
〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1

アルコタワー5F 医薬品関連 計 ５社

◎文献情報検索システム
山善（株）
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番22号 （株）アフィニティサイエンス

（株）京都コンステラ・テクノロジーズ
〒141-0031 東京都品川区西五反田1－11－1

アイオス五反田駅前

（株）湯山製作所 03-6417-3695　　

〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-3-1

〒604-8225 京都市中京区蟷螂山町481

京染会館4階

リカケンホールディングス（株）
〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目33番1号

インフォコム（株）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17

住友不動産原宿ビル

（株）ワイエムシィ
〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284

ウェイブファンクション
〒102-0083 東京都千代田区麹町３－５－２

（株）YKC BUREX麹町

〒102-0076 東京都千代田区五番町12-4-402

AMED iD3 キャタリストユニット
機器展示 計 ５３社 〒113-0024 東京都文京区西片2-18-18

西片オフィス　　03-5844-6762

〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1

◎医薬品関連 東京大学農学生命科学研究科

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 （公財）MR認定センター

新霞が関ビル 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目3番4号

日本橋本町ビル9階

外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)推進協議会事務局

ケンブリッジ・アイソトープ・ラボラトリー／大塚製薬（株） 〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-2-10

〒771-0182 徳島市川内町平石夷野224-18

塩野義製薬（株） クロムソードジャパン（株）
〒561-0825 大阪府豊中市二葉町3丁目1番1号 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-10-10

LXS室町404



（一財）材料科学技術振興財団 シュプリンガー・ネイチャー
〒157-0067 東京都世田谷区喜多見1-18-6 〒105-6005 東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー5F

SAS Institute Japan（株）
〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 ティーメ　ケミストリー

六本木ヒルズ森タワー11F 〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町11-9ストーク四谷104

Thieme日本プロモーションオフィス　ビューロー ホソヤ

SCHRÖDINGER
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 （株）テクノミック

丸の内トラストタワーN館17階 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目16番10号

オークビル京橋7F

（国研）日本医療研究開発機構
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1 （株）東京化学同人

〒112-0011 文京区千石3-36-7

ノーザンサイエンスコンサルティング（株）
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-47 （株）南江堂

ヒューリック札幌North33ビル3F 〒113-8410 東京都文京区本郷3-42-6

文献情報検索システム 計 １２社 （株）南山堂
〒113-0034 東京都文京区湯島4-1-11

◎書籍

（株）科学新聞社 （一社）日本試薬協会
〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-13 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-18

昭和薬貿ビル３階

（株）化学同人
〒600-8074 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入 （株）ニホン・ミック

〒530-0045 大阪市北区天神西町6-7

ファインアートビル

英文校正 エディテージ（カクタス・コミュニケーションズ（株）)
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-4-1

TUG-I ビル4F （株）廣川書店
〒113-0033 東京都文京区本郷3-27-14

（株）クマノミ出版
〒617-0837 京都府長岡京市久貝2-7-29-109 （株）廣川鉄男事務所

〒113-0032 東京都文京区弥生2-2-3

（株）じほう
〒101-8421 東京都千代田区神田猿楽町1-5-15 ベンサム・サイエンス・パブリッシャーズ

猿楽町SSビル 〒270-1505 千葉県印旛郡栄町竜角寺台3-16-14 



丸善雄松堂（株）
〒920-0024 石川県金沢市西念1-1-3

コンフィデンス金沢

（株）薬事日報社
〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町1-10-2

（株）羊土社
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-5-1

（株）リバネス
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町1-4

飯田橋御幸ビル5階

ワイリー・ジャパン（株）
〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1

小石川桜ビル4F

書籍 計 ２１社


